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１１月２５日 広島市立観音中学校   

参加 ： 松本 木本 森 山口 宇根 角島 堀内 田中 原田 塚本  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ▲何かやっているらしい。匂いもするし味もする、なんだか粘っこい感触もあるし、色

も微妙。デジタルにはない刺激がたまらない様子。さて、何でしょ？。 

 

１．身の回りの物質を用いた酸化還元反応                  森さん 

  

高校３年生文系の選択授業での実践報告です。生徒は６人。すでに化学基礎を高２で学習

済み。センター試験などを受ける可能性のある生徒が履修しています。そのため、基本的な

知識を持っている生徒が多く、授業ではセンター対策などの演習も含めながら、学んだこと

をより身近な物質や現象に結び付けることを意識して授業を行ったとのこと。授業は 2 単位

で 2 時間連続。ペアで実験準備や溶液の希釈等も生徒がやっています。 

（以下原文・一部省略） 

 

（１）単元について 

酸化還元の単元では、中学では酸素や水素を受け取る/失うことで酸化還元を定義してい

ます。高校の化学基礎では、酸化還元は電子のやり取りとして考えていきます。化学反応式

の中でも電子はなく、酸化還元は生徒にとってはなかなかイメージしにくい単元です。 

また、酸化還元滴定においては、中和滴定と器具はよく似ています。しかし中和滴定と違う

ところは、酸化還元滴定では指示薬を使用せずイオンの色の変化で行います。なるべく自分
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自身の目で見て少しでも丸覚えにならないように行いました。 

 教科書に載っている硫酸酸性の過マンガン酸カリウム水溶液と過酸化水素の滴定を行お

うと事前に実験したところ、学校の器具等の不足によって難しかったです。（この滴定は過

マンガン酸カリウムＫＭＯ4 は、光と反応してＭｎＯ2 へ変化ししまいます。そのため褐色

のビュレットを使用するようになっていますが、数が足りず…。また反応速度を上げるため

に加温しながら実験を行う必要がありますが、そのような器具はなく…。） 

 今回の身近な物質を用いた酸化還元は、自分たちの身の回りでどれだけ酸化還元反応が利

用されているのかということと学校にあるもので実験できるようにしました。 

 

（４）授業の流れ 

(実験前) 

①食品や飲料に含まれているビタミンＣは何のために入っているのかを発問。 

→高 2 の授業のときに先生から言われて知っていた。 

②ビタミンＣの成分であるアスコルビン酸というものが還元剤として働くことやうがい薬

に含まれているヨウ素がヨウ化物イオンとなり酸化剤として働くことを事前に説明。 

(実験) 

使用した飲料 

・生茶、なっちゃん、アクエリアス、レモンウォーター、 

①0.05％アスコルビン酸の溶液の調整。 

②うがい薬を 5 倍に希釈。 

③ビュレットに②をいれ、コニカルビーカーに①を 10mL 入れる。 

④はじめはうがい薬の褐色が消えるが、終点に近づくと色が消えなくなる。そこで滴定を終

える。 

⑤平均滴下量からうがい薬の濃度を求める。 

⑥飲料でも同様に滴定を行い、うがい薬の濃度から飲料に含まれるビタミンＣの濃度を求め

る。 

 

   

（５）授業の感想 

・レモンやアクエリは変化が見やすかったが、なっちゃんはかわったのか、かわってないの

か、よく分からなかったので、色がついているものはだめだなっと思った。アクエリとか

3 滴ぐらいで終わったから面白くなかった。 

・飲料水の滴定は楽しかったです。お茶とかの中にもビタミン C が入っていることに驚きま

した。普段はあまり見ないので初めて知ったことでした。 

・うまく消えるか消えないかちょうどよく滴下するのが難しかった。 

・身近に酸化剤還元剤があることが分かった。 

・協力してできた。ビタミン C が還元剤ということが分かった。 
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（６）反省・授業を終えて 

身近なものでの酸化還元滴定ということで、過マンガン酸カリウム溶液や過酸化水素水の

滴定に比べて安全に滴定をすることができたことがよかったです。 

ただ、5 倍希釈したうがい薬を使用したが、ポカリスエットでは生徒の感想にもあるように

数滴で滴定が終了してしまったので、10 倍に希釈したものを使用する必要がありました。 

あとは色のついた飲料は滴定終了が分かりにくく、選ぶ飲料も検討が必要でした。 

結果の出し方として、質量パーセント濃度を用いましたが、通常教科書などに載っている

実験ではモル濃度を使用することが多いです。(物質量 mol 計算をすることが多いためだと

考えられます)しかし、今回は単純に飲料によって含まれるビタミンＣが違うということを

求めたかったためにこのような形で行いました。 

 

【補足】0.05％のアスコルビン酸を使った時、滴定

終了に必要なうがい薬の量は 5.79ｍｌでした。では、

レモンウォーターの場合は何ｍｌ必要かをしらべれ

ば比例計算でレモンウォーターに含まれる還元剤と

してのビタミンＣの濃度がわかるという理屈です。 

 

【実験・質問・意見・議論】 

 写真のように、色の変化は実際にやってもらいました。

たしかに着色された飲料の場合、わかるけど終了はわかり

にくいというのがみんなの感想です。 

 何をねらって授業するのかで、やり方もかわる。定量的

にやるべきねらいなら、いろんなものが含まれている飲料

ではなく純粋な物質を使うべき。 

身の回りでどれだけ酸化還元反応が利用されているの

かということを知るのならこういう方法でよい。今回の授

業報告は後者が目的のようなのでこれでよいのでしょう。 

 滴定のとき指示薬を使っているが、センサーを使う方が

世界的には一般的になっている。中高では使わないのか。

（これは主に海外でのお話し。なぜかこのような方法や器

具に関しては外から入ってくるのが日本の状況らしいです。温度センサーとパソコンで温度

変化のグラフを書かせるなどは「囲み」として教科書に載っていますが、一般化はしていま

せん。自治体によっては導入しているところもあるようでした。センサーに関しては近いう

ちに角島さんからまとまった話が聞けそうです。 

一般化はしていませんが、個人的にいろいろやっている人は高校にはいるようです。兵庫

の米沢さんなどは２０年以上前に「教科書の実験はもう死んでいる、これからはセンサーだ」

とか言っていますし、自分でもいろいろ作って全国大会で発表しています。） 

 少数が入った筆算はできるのかという質問もありましたが、できるとはいうもののかなり



- 4 - 

きびしいのが現状のようです。一方で、できる必要があるのかという意見も出ました。何を

学力ととらえるかというところにもつながりそうですが、またの機会に。 

 

２．典型的な全反射教材を用いて使い方と発問で、主体的・対話的・深い学びへ 角島さん 

  

 参加された研究会で、自分ならこうすると考えられた流れです。今回は口頭提案。 

①まず、全反射という現象を光の屈折現象か 

ら入って教えます。 

これが考えるもとになる知識です。 

②問題１ この状態で水を入れていくと 

絵はどうなるか 

 

 

 

 

              これはよくある設定です。透明なコップを２個 

             重ねて、すき間に絵を入れる方法もありますね。 

             で、よく知られているように絵は消えます。ここで

先に学習した全反射の概念が強化されます。 

そうしておいて問題２． 

 

問題２ では図のようにして、指をずらせると指は？ 

    このとき指はコップの外です。もちろん。 

    先ほどの問題で確認済みのようなものなので、裏があるかな 

    と思いつつも、水の向こうでは「消える」となるでしょう 

    消えます。布石なんですよこれが。 

 

 問題３ では、水で濡らした指でやると？ 

ここは相談タイムでしょうね。相談の前に自分の考えがいります。 

で、やってみると消えません・・が、よーくみると消えているところもあります。 

ここで何に気づくかですね。 

 

 問題４ ビニルテープをコップの内側と外側に貼る。 

これに水を入れると？ 

 

 〇驚きの結果はスタジオで〇 

  訂正：例会で 
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３．夏の成果 

 

（１）大川小学校その後                         塚本 

 夏の全国大会のレポートを読んでいて、大川小学校のことが再び気になりだしました。去

年の１０月に大川訴訟の判決も出ましたし、気になることを報告しました。 

 中学校では震源を点で教える。地震の揺れの程度が震度で、地震の規模をあらわすのがマ

グニチュードと教えるがマグニチュードの中身は教えない。地下の岩石に大きな力がはたら

き、岩石が破壊されると地震が起きる。大規模な破壊がおきると断層ができると教科書には

書いてある。これを読むと断層は全体がずるっと動くようにも思えるが、同時に全体が動く

のではなく、どこかから（ここが震源）破壊がはじまり、次々と破壊が進んで断層は完成す

る。兵庫県南部地震の場合、明石海峡付近の地下がスタートで宝塚方面に３０ｋｍ、淡路島

方面に４０ｋｍほど破壊が進んでいる。この間約１０秒なので、破壊が進む速さは約３ｋｍ

／秒となる。東北地方太平洋沖地震では破壊は４５０ｋｍもおよぶため、強い揺れは２分以

上続いた。 

 モーメントマグニチュードの計算には断層面積

Ａが使われるが、（面積＝ずれＤ×断層の長さＬ）

と見れば、強い揺れが続く時間が長いほど断層は

長く、エネルギーも大きいと言って良いのではな

いかと考えられる。 

  

（２）上蒲刈島の植生調査                        原田さん 

 ８月に高校の理科部会で上蒲刈島に植生調査に行かれました。総勢約１５人。ムサシアブ

ミとアオテンナンショウの自生地の確認が目的です。 

（以下原文） 

上蒲刈島について 

   上蒲刈島（かみかまがりじま）は、瀬戸内海の中部にある蒲刈群島の島。 

   安芸郡蒲刈町として一島一町であったが、2005 年 3月 20 日に呉市の一部となった。 

   本州側とは，下蒲刈島を経由して安芸灘大橋を渡ることで陸路での通行が可能。 

   面積 18.85km2 人口 2,116 人 （2012 年，住基） 

   （参考：下蒲刈島，面積 7.97km2 人口 1,752 人（2012 年，住基） 

 

 

目的（主な観察対象） 

 ①ムサシアブミ（武蔵鐙） 

サトイモ科テンナンショウ属，花期：３月～５月 
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地面から立ち上がる第一の葉柄の途中から二番目の葉

柄が分岐し、その途中から花柄が伸びる。葉柄上端には

先が細くなった三枚の葉をつける。花柄は葉柄よりも短

い。花(仏炎苞)の形が鐙に似ていること、武蔵の国でつ

くられた鐙が良質であったことから武蔵鐙と呼ばれる

ようになった。 

  

②アオテンナンショウ(青天南星) 

  サトイモ科テンナンショウ属，花期：５月～６月 

高さ 50cm 程度で、山の林内に自生する。 

全体的に青いイメージのテンナンショウ。 

花（仏炎苞）の特徴仏炎苞は全体が淡い緑色で、

先端が細長い糸状に垂れているのが特徴。 

葉の特徴 

茎葉は普通２個、または１個。小葉は鳥足状に

７～11 枚。小葉の先端も細長く細る。葉の縁は

鋸歯があることが多い。 

 

仏炎包（ぶつえんほう） 

肉穂花序を包む大形の包（包葉）。本来、包は 1 個の花に対するものであるため、1 個

の花序に対する仏炎包は総包に相当する。仏炎包はサトイモ科にみられる。 

 

 サトイモ科が点在するのはなぜかという話しが裏にあるようです。 

 

（３）「豆腐よう」を食べる                        木本さん 

 前回報告のあった豆腐ようが少し？熟しました。よって、みんなで食べようということで

す。今回は中国の「腐乳（ふーるー）」も持って来られました。以下ネット情報。腐乳には

醗酵臭と塩味がある。炒め物、煮込み料理などに調味料として用

いられる以外に、粥に入れて食べる食卓調味料として用いる。紅

麹を用いた腐乳は塩辛くなく甘みがあり、そのまま爪楊枝で削っ

て食べる方法も台湾では一般的である。一般的に腐乳は瓶詰めで

流通しており、保存と調味を目的とした漬け汁に浸かっている。 

 今回は、沖縄の豆腐ようと豆腐、それに木本家自家製の豆腐よ

うを食べました。沖縄のはふつうにいけます。中国のは塩辛くて

たしかに調味料ですね。で、木本家のは将来性を感じさせるとい

うことにしておきましょう。たぶんまた登場します。 
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（４）仁川科学の祭典報告                  木本さんと山口さん 

 今年の１１月１０日から行われた祭典に参加された報告と、今日までの経過。および、参

加する場合の準備や手続きについての報告です。とにかく規模が大きく人も多いのが例年の

ようですね。店は事実上韓国の子がきりもりしてくれるので、店主はわりとひまそうです。

活気はあるけど、いろんな物づくりがすぐにセット物になってしまうのはちょっとねぇと言

っておられました。でも、祭典以外の経験もなかなかディープですから行ってみる値打ちは

あります。写真で雰囲気をどうぞ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上：大賑わいです 

 写真にはありませんが 

 着ぐるみもいます。 

 

 左：この紐がここの 

 穴を通って。頭を使 

 いますね。 

 

 右：だから、そこ、 

 先に貼っちゃだめです。 

  

４．音の反動車（音で回転する車）                    田中さん 

 少年写真新聞社の記事にある「音反動車」を作って来られました。ちょっと不調でした

が・・・。説明文にはヘルムホルツ共鳴が出てきます。共鳴というと筒などのサイズが音の

高低を決めますが、ヘルムホルツ共鳴の場合は空洞のサイズではなく、空洞に開いた穴の面

積が高低を決めると考えてよいです。オカリナがその例ですね。フィルムケースでつくるオ

カリナがありますが、あれも穴の面積でやっていました。 

 わからないのは、穴の周囲に空気の流れができるくだりです。なぜそれができるかは説明
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文にありません。できるなら回転してもおかしくはなさそうですが、いまのところ未解決で

す。 

 整理すると 

 ①共鳴する  

②空気の流れができる  

③動く  

ということらしいですが。 

③の説明もいりますね。圧力差かもしれません。 

いまのところこれも？？です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．事務連絡                           

★今後の予定★ 

   １２月１６日    13：00～17：00  例会     観音中学校 

   １２月２６日・２７日          科教協中国大会  岡山 

    １月２７日    13：00～17：00  例会     観音中学校（予定） 

 

これらの様子はウェブでどうぞ。 

 http://www43.tok2.com/home/gutti63/index.html 

★スマホに対応しました★ 

既定のブラウザで開かなかったら、クロームか 

ヤフーを試してください。 

 

記事についての連絡先 

matsumi@ms3.megaegg.ne.jp 

報告されたレポートの原文もあります。 


